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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための装置において、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を具備し、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　ページング機会の間にページング情報を受信し、
　前記ページング情報の受信性能を示すページング性能を決定し、
　前記ページング性能に基づいて、各ページング機会に対するターゲットセットアップ時
間を決定し、
　前記各ページング機会に対するターゲットセットアップ時間と、現在のページング機会
に対する実際のセットアップ時間とに基づいて、次のページング機会に対して選択される
セットアップ時間を決定する
ように構成されており、
　前記ターゲットセットアップ時間は、前記ページング情報が処理されてもよい時間と、
前記ページング機会の開始時間との間の時間差である装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　各ページング機会中にページングインジケータを受信し、
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　前記ページングインジケータのデコーディングエラーレートに基づいて、前記ページン
グ性能を決定する
ように構成されている、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ページング性能が第１のしきい値より良い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を減少させ、
　前記ページング性能が第２のしきい値より悪い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を増加させる
ように構成されている、請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　予め定められた数のページング機会の各更新期間中に、前記ターゲットセットアップ時
間を更新するように構成されている、請求項３記載の装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ターゲットセットアップ時間の先行する調整の後の、少なくともＮ回のページング
機会の期間に対するページング性能を決定し、
　前記ページング性能が、前記第１のしきい値より良い場合、または、前記第２のしきい
値より悪い場合、前記ターゲットセットアップ時間を調整する
ように構成されており、
　ここで、Ｎは１より大きい、請求項３記載の装置。
【請求項６】
　前記メモリは、
　Ｍ回の最近のページング機会に対するページングエラーを記憶するように構成されてお
り、
　ここで、ＭはＮより大きく、前記少なくともＮ回のページング機会の期間は、前記Ｍ回
の最近のページング機会のうちにある、請求項５記載の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ページング性能が、第３のしきい値より悪い場合にだけ、前記先行する調整の後の
、前記Ｎ回のページング機会の初期期間の間に、前記ターゲットセットアップ時間を増加
させるように構成されており、
　前記第３のしきい値は、前記第２のしきい値より悪い、請求項５記載の装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記先行する調整の後の、前記Ｎ回のページング機会の初期期間内に、ページングエラ
ーをクリアし、
　前記初期期間の間に前記ページングエラーがクリアされた、前記少なくともＮ回のペー
ジング機会の期間に対するページング性能を決定する
ように構成されている、請求項５記載の装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ページング性能が、前記第１のしきい値より良い場合、ダウンステップサイズだけ
、前記ターゲットセットアップ時間を減少させ、
　前記ページング性能が、前記第２のしきい値より悪い場合、アップステップサイズだけ
、前記ターゲットセットアップ時間を増加させる
ように構成されており、
　前記アップステップサイズは、前記ダウンステップサイズより大きい、請求項３記載の
装置。
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【請求項１０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ターゲットセットアップ時間を、最大値と最小値の内に制限するように構成されて
いる、請求項３記載の装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　過去のページング機会に対するページング性能に基づいて、将来のページング機会に対
するページング性能を予測し、
　前記予測されたページング性能に基づいて、前記将来のページング機会に対する前記タ
ーゲットセットアップ時間を決定する
ように構成されている、請求項１記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ページング機会に対する前記ターゲットセットアップ時間に基づいて、各ページン
グ機会に対するウェークアップ時間を決定し、
　次のページング機会のウェークアップ時間まで、各ページング機会の後、スリープする
ように構成されている、請求項３記載の装置。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信のための方法において、
　ページング機会の間にページング情報を受信することと、
　前記ページング情報の受信性能を示すページング性能を決定することと、
　前記ページング性能に基づいて、各ページング機会に対するターゲットセットアップ時
間を決定することと、
　前記各ページング機会に対するターゲットセットアップ時間と、現在のページング機会
に対する実際のセットアップ時間とに基づいて、次のページング機会に対して選択される
セットアップ時間を決定することと
を含み、
　前記ターゲットセットアップ時間は、前記ページング情報が処理されてもよい時間と、
前記ページング機会の開始時間との間の時間差である方法。
【請求項１４】
　前記ページング情報を受信することは、各ページング機会中にページングインジケータ
を受信することを含み、
　前記ページング性能を決定することは、前記ページングインジケータのデコーディング
エラーレートに基づいて、前記ページング性能を決定することを含む、請求項１３記載の
方法。
【請求項１５】
　前記ターゲットセットアップ時間を決定することは、
　前記ページング性能が第１のしきい値より良い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を減少させることと、
　前記ページング性能が第２のしきい値より悪い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を増加させることと
を含む、請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記ターゲットセットアップ時間を決定することは、
　前記ターゲットセットアップ時間の先行する調整の後の、少なくともＮ回のページング
機会の期間に対するページング性能を決定することと、
　前記ページング性能が、前記第１のしきい値より良い場合、または、前記第２のしきい
値より悪い場合、前記ターゲットセットアップ時間を調整することと
をさらに含み、
　ここで、Ｎは１より大きい、請求項１５記載の方法。
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【請求項１７】
　前記少なくともＮ回のページング機会の期間は、前記Ｍ回の最近のページング機会のう
ちにあり、ＭはＮより大きい、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記ターゲットセットアップ時間を決定することは、
　前記ページング性能が、第３のしきい値より悪い場合にだけ、前記先行する調整の後の
、前記Ｎ回のページング機会の初期期間の間に、前記ターゲットセットアップ時間を増加
させることをさらに含み、
　前記第３のしきい値は、前記第２のしきい値より悪い、請求項１６記載の方法。
【請求項１９】
　ワイヤレス通信のための装置において、
　ページング機会の間にページング情報を受信する手段と、
　前記ページング情報の受信性能を示すページング性能を決定する手段と、
　前記ページング性能に基づいて、各ページング機会に対するターゲットセットアップ時
間を決定する手段と、
　前記各ページング機会に対するターゲットセットアップ時間と、現在のページング機会
に対する実際のセットアップ時間とに基づいて、次のページング機会に対して選択される
セットアップ時間を決定する手段と
を具備し、
　前記ターゲットセットアップ時間は、前記ページング情報が処理されてもよい時間と、
前記ページング機会の開始時間との間の時間差である装置。
【請求項２０】
　前記ページング情報を受信する手段は、
　各ページング機会中にページングインジケータを受信する手段と、
　前記ページングインジケータのデコーディングエラーレートに基づいて、前記ページン
グ性能を決定する手段と
を備える、請求項１９記載の装置。
【請求項２１】
　前記ターゲットセットアップ時間を決定する手段は、
　前記ページング性能が第１のしきい値より良い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を減少させる手段と、
　前記ページング性能が第２のしきい値より悪い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を増加させる手段と
を備える、請求項２０記載の装置。
【請求項２２】
　前記ターゲットセットアップ時間を決定する手段は、
　前記ターゲットセットアップ時間の先行する調整の後の、少なくともＮ回のページング
機会の期間に対するページング性能を決定する手段と、
　前記ページング性能が、前記第１のしきい値より良い場合、または、前記第２のしきい
値より悪い場合、前記ターゲットセットアップ時間を調整する手段と
をさらに備え、
　ここで、Ｎは１より大きい、請求項２１記載の装置。
【請求項２３】
　前記少なくともＮ回のページング機会の期間は、前記Ｍ回の最近のページング機会のう
ちにあり、ＭはＮより大きい、請求項２２記載の装置。
【請求項２４】
　前記ターゲットセットアップ時間を決定する手段は、
　前記ページング性能が、第３のしきい値より悪い場合にだけ、前記先行する調整の後の
、前記Ｎ回のページング機会の初期期間の間に、前記ターゲットセットアップ時間を増加
させる手段をさらに備え、
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　前記第３のしきい値は、前記第２のしきい値より悪い、請求項２２記載の装置。
【請求項２５】
　命令を有するコンピュータ読取可能記憶媒体において、
　前記命令は、
　少なくとも１つのコンピュータに、ページング機会の間にページング情報を受信させる
ためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ページング情報の受信性能を示すページン
グ性能を決定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ページング性能に基づいて、各ページング
機会に対するターゲットセットアップ時間を決定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記各ページング機会に対するターゲットセッ
トアップ時間と、現在のページング機会に対する実際のセットアップ時間とに基づいて、
次のページング機会に対して選択されるセットアップ時間を決定させるためのコードと
を含み、
　前記ターゲットセットアップ時間は、前記ページング情報が処理されてもよい時間と、
前記ページング機会の開始時間との間の時間差であるコンピュータ読取可能記憶媒体。
【請求項２６】
　ワイヤレス通信のための装置において、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を具備し、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　ページング機会の間にページング情報を受信し、
　外部ループで、各ページング機会に対するターゲットセットアップ時間を決定し、
　内部ループで、前記ページング機会に対するターゲットセットアップ時間と、現在のペ
ージング機会に対する実際のセットアップ時間とに基づいて、次のページング機会に対し
て選択されるセットアップ時間を決定するように構成されており、
　前記ターゲットセットアップ時間は、前記ページング情報が処理されてもよい時間と、
前記ページング機会の開始時間との間の時間差であり、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記外部ループに対して、
　前記ページング情報の受信性能を示すページング性能を決定し、
　前記ページング性能に基づいて、各ページング機会に対する前記ターゲットセットアッ
プ時間を決定する
ようにさらに構成されている装置。
【請求項２７】
　前記外部ループに対して、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ページング性能が第１のしきい値より良い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を減少させ、
　前記ページング性能が第２のしきい値より悪い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を増加させる
ように構成されている、請求項２６記載の装置。
【請求項２８】
　前記内部ループに対して、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　現在のページング機会に対する実際のセットアップ時間を決定し、
　前記現在のページング機会に対する実際のセットアップ時間と、次のページング機会に
対するターゲットセットアップ時間とに基づいて、前記次のページング機会に対する選択
されたセットアップ時間を決定する
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ように構成されている、請求項２６記載の装置。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記内部ループによって、第１のレートにおいて、前記選択されたセットアップ時間を
更新し、
　前記外部ループによって、前記第１のレートより遅い第２のレートにおいて、前記ター
ゲットセットアップ時間を更新する
ように構成されている、請求項２６記載の装置。
【請求項３０】
　ワイヤレス通信のための装置において、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を具備し、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　予め定められたページング機会の間にページング情報を受信し、
　前記ページング機会の合間にスリープし、
　前記ページング情報の受信性能を示すページング性能を決定し、
　前記ページング性能に基づいて、各ページング機会に対するターゲットセットアップ時
間を決定し、
　前記各ページング機会に対するターゲットセットアップ時間と、現在のページング機会
に対する実際のセットアップ時間とに基づいて、次のページング機会に対して選択される
セットアップ時間を決定する
ように構成されており、
　前記ターゲットセットアップ時間は、前記ページング情報が処理されてもよい時間と、
前記アウェーク間隔の開始時間との間の時間差である装置。
【請求項３１】
　前記情報はデータパケットを含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記データパケットに対するパケットエラーレートに基づいて、前記性能を決定するよ
うに構成されている、請求項３０記載の装置。
【請求項３２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）通話、または、マルチメディア
通話、ブロードキャストサービス、または、ページングに対する情報を受信する
ように構成されている、請求項３０記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【分野】
【０００１】
　本開示は、一般的に通信に関連し、より詳細には、ワイヤレス通信システム中でユーザ
装置（ＵＥ）を動作するための技術に関連する。
【背景】
【０００２】
　ワイヤレス通信システムにおけるＵＥ（例えば、セルラ電話機）は、何らかの所定の瞬
間において、アクティブおよびアイドルモードのような、いくつかのモードのうちの１つ
において動作してもよい。アクティブモードにおいて、ＵＥは、システム中の１つ以上の
基地局と、例えば、音声通話、および／または、データ通話に対するデータをアクティブ
に交換してもよい。アイドルモードにおいて、ＵＥは、そのＵＥに対して適用可能なペー
ジングメッセージに関して、ページングチャネルを監視してもよい。このようなメッセー
ジは、到来している通話の存在をＵＥに警告するメッセージと、システムおよび他の情報
を、ＵＥに対して搬送するメッセージとを含んでもよい。
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【０００３】
　アイドルモードにおいて、ＵＥは、ページングチャネルを処理するのに使用される回路
を維持するために電力を消費し続ける。ＵＥは、ポータブルであってもよく、内部バッテ
リによって電源供給されていてもよい。アイドルモード中のＵＥによる電力消費は、利用
可能なバッテリ電力を減少させ、バッテリ再充電と、通話が発信または受信されるときの
対話時間との間の待機時間を短くする。したがって、バッテリ寿命を延長するために、ア
イドルモード中の電力消費を最小化することが非常に望ましい。
【概要】
【０００４】
　ページング性能に基づいて、各アウェーク間隔に対するターゲットセットアップ時間を
動的に決定する技術をここで記述する。アイドルモード中のＵＥは、ページング機会を割
り当てられてもよく、これは、ＵＥがページングメッセージを受け取ってもよい、特定の
時間間隔である。ＵＥは、各ページング機会に先行して、セットアップ時間にウェークア
ップして、セットアップ／ウォームアップタスクを実行し、ページングインジケータを検
出し、可能であれば、ページングメッセージを受信してもよい。ＵＥは、ターゲットセッ
トアップ時間に基づいて、次のアウェーク間隔に対するウェークアップ時間を決定しても
よく、ターゲットセットアップ時間は、ＵＥが、セットアップタスクを実行し、ページン
グインジケータを検出する準備ができている状態になるために十分な時間を持つように、
決定される。
【０００５】
　ＵＥは、ページング性能に基づいて、各アウェーク間隔に対するターゲットセットアッ
プ時間を動的に決定してもよく、これは、ＵＥに対するページングインジケータのデコー
ディングエラーレートによって与えられてもよい。ターゲットセットアップ時間は、（ｉ
）ページング性能が、第１のしきい値より良い場合、例えば、デコーディングエラーレー
トがＴｈ１より低い場合、ダウンステップだけ減少されてもよく、（ｉｉ）ページング性
能が、第２のしきい値より悪い場合、例えば、デコーディングエラーレートがＴｈ２より
高い場合、アップステップだけ増加されてもよい。Ｔｈ１およびＴｈ２は、所望のページ
ング性能に基づいて、選択されてもよい。１つの設計では、ターゲットセットアップ時間
は、予め定められた数のアウェーク間隔の各更新期間中に更新されてもよい。別の設計で
は、ページング性能は、先行するターゲットセットアップ時間の調整の後の、少なくとも
Ｎ回のアウェーク間隔の期間に対して決定されてもよく、ここで、Ｎは１より大きい。ペ
ージング性能が、第１のしきい値より良いか、または、第２のしきい値より悪い場合、タ
ーゲットセットアップ時間が調整されてもよい。ページング性能が、第３のしきい値より
悪い場合にのみ、例えば、ページング性能がＴｈ３より高い場合に、ここで、先行する調
整の後のＮ回のアウェーク間隔の初期期間内に、ターゲットセットアップ時間が増加され
てもよく、ここで、Ｔｈ３はＴｈ２より高くてもよい。ターゲットセットアップ時間の調
整を、以下でより詳細に説明する。
【０００６】
　ここで記述した技術をまた使用して、知られている時間間隔において送られた、他の送
信を受信してもよい。本開示のさまざまな観点と特徴は、以下のさらなる詳細において記
述する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、ワイヤレス通信システムを示す。
【図２】図２は、ページングインジケータチャネル（ＰＩＣＨ）と、ページングチャネル
（ＰＣＨ）とを示す。
【図３】図３は、アイドルモード中のＵＥのタイムラインを示す。
【図４】図４は、ＵＥによってＰＩＣＨを処理するためのタイムラインを示す。
【図５】図５は、内部ループおよび外部ループで、セットアップ時間を決定するメカニズ
ムを示す。
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【図６】図６は、ターゲットセットアップ時間を調整するプロセスを示す。
【図７】図７は、内部ループと外部ループの動作を示す。
【図８】図８は、ページングのためのターゲットセットアップ時間を決定するプロセスを
示す。
【図９】図９は、内部ループと外部ループに基づいて、ターゲットセットアップ時間を決
定するプロセスを示す。
【図１０】図１０は、非連続的送信のためのターゲットセットアップ時間を決定するプロ
セスを示す。
【図１１】図１１は、ＵＥ、ノードＢ、および、システム制御装置のブロック図を示す。
【詳細な説明】
【０００８】
　図１は、複数のノードＢ１１０を備えるワイヤレス通信システム１００を示す。ノード
Ｂは、一般的に、ＵＥと通信する固定局であり、進化ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）、基地局
、アクセスポイント、等として呼ばれてもよい。各ノードＢ１１０は、特定の地理的エリ
アに対する通信カバレッジを提供し、カバレッジエリア内に位置するＵＥに対する通信を
サポートする。システム制御装置１３０は、ノードＢ１１０に結合されていてもよく、こ
れらのノードＢに対する調整と制御を提供してもよい。システム制御装置１３０は、単一
のネットワークエンティティであってもよく、ネットワークエンティティの集合体であっ
てもよい。
【０００９】
　ＵＥ１２０は、システム全体にわたって分散していてもよく、各ＵＥは、据置型、また
は移動体であってもよい。ＵＥはまた、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、
ステーション、等として呼んでもよい。ＵＥは、セルラ電話機、パーソナルデジタルアシ
スタント（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイ
ス、ラップトップコンピュータ、等であってもよい。ＵＥは、ダウンリンクおよびアップ
リンクを介して、１つ以上のノードＢと通信してもよい。ダウンリンク（または、フォワ
ードリンク）は、ノードＢからＵＥに対する通信リンクを指し、アップリンク（または、
リバースリンク）は、ＵＥからノードＢに対する通信リンクを指す。図１において、両側
に矢印を持つ直線は、アクティブモードにおける、ノードＢと、ＵＥとの間のデータ交換
を示す。単一の矢印を持つ破線は、ページングメッセージおよび／または他の情報を受信
するアイドルモードにおけるＵＥを示す。ＵＥは、特定のノードＢによって担当されても
よく、これは、そのＵＥに対する担当セルとして呼ばれる。
【００１０】
　ここで記述する技術を、コード分割多元接続（ＣＤＭＡ）システムと、時分割多元接続
（ＴＤＭＡ）システムと、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システムと、直交周波数分割
多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、等のような、さまざまなワイヤレス通信システムに対
して使用してもよい。用語“システム”と、“ネットワーク”は、相互交換可能に使用さ
れることが多い。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡシステムは、ユニバーサル地上無線接続
（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００等のような無線技術を実現してもよい。ＵＴＲＡは、広
帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）と、他の変種のＣＤＭＡとを含む。ｃｄｍａ２０００は、Ｉ
Ｓ－２０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５６標準規格をカバーする。ＴＤＭＡシステ
ムは、移動体通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ）のような無線技術を実現しても
よい。ＯＦＤＭＡシステムは、進化ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラ移動体ブロード
バンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１６、ＩＥＥＥ８０２．２０、フラッシュ－ＯＦＤ
Ｍ（登録商標）等のような無線技術を実現してもよい。これらのさまざまな無線技術は、
技術的に知られている。ＧＳＭ、ＵＴＲＡ、およびＥ－ＵＴＲＡは、“第３世代パートナ
ーシッププロジェクト”（３ＧＰＰ）と称される組織からの文書に説明されている。ｃｄ
ｍａ２０００およびＵＭＢは、“第３世代パートナーシッププロジェクト２”（３ＧＰＰ
２）と称される組織からの文書に説明されている。３ＧＰＰと３ＧＰＰ２文書は、公的に
利用可能である。
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【００１１】
　ここで記述する技術を使用して、知られている時間間隔において送られるさまざまなタ
イプの送信を受信してもよい。これらの送信は、定期的であってもよく、定期的でなくて
もよい。たとえば、この技術を使用して、ページング情報、トラフィックデータ、ブロー
ドキャストデータ等を受信してもよい。明瞭さのために、以下では、Ｗ－ＣＤＭＡを利用
するユニバーサル移動体電気通信システム（ＵＭＴＳ）において、ページング情報を受信
するとして説明する。
【００１２】
　ＵＭＴＳにおいて、ページインジケータチャネル（ＰＩＣＨ）を使用して、アイドルＵ
Ｅに対して、ページングインジケータを送り、ページングチャネル（ＰＣＨ）を使用して
、アイドルＵＥに対して、ページングメッセージを送る。ＵＥは、システムに登録しても
よく、ＵＥが何らかのノードＢと、アクティブにデータを交換していないときに、アイド
ルモードで動作していてもよい。アイドルモードにおいて、ＵＥは、そのページングイン
ジケータを監視して、ＰＣＨ上で、ＵＥに対して、ページングメッセージが送られるかも
しれないか否かを決定してもよい。ＵＥに対するページングインジケータがセットされて
いる場合、ＵＥは、ＰＣＨを処理して、ＵＥに送られた何らかのページングメッセージを
探してもよい。ＵＥは、ＰＣＨをよりすばやく検出でき、一般的に、ＰＩＣＨが、ＵＥに
対してページングメッセージが送られるかもしれないことを示す場合にのみ、ＰＣＨを処
理する。
【００１３】
　図２は、ＵＭＴＳにおける、ＰＩＣＨとＰＣＨのフォーマットを示す。送信タイムライ
ンが、無線フレームへと分割される。各無線フレームは、１０ミリ秒（ｍｓ）の継続期間
を有し、１２ビットシステムフレーム番号（ＳＦＮ）によって識別される。各無線フレー
ムは、１５スロットを含み、各スロットは、２５６０チップをカバーする。
【００１４】
　ＰＩＣＨに対し、各ＰＩＣＨフレームは、０から２９９のインデックスを備える３００
ビットを含む。第１の２８８ビット、ｂ0からｂ287が、Ｎpのページングインジケータに
対して使用され、残りの１２ビットが、他の用途のために予約されるが、これは、図２に
は示していない。Ｎpは、設定可能であり、１８、３６、７２、または、１４４に等しく
てもよい。各ページングインジケータは、ＰＩＣＨフレーム中で、２８８／Ｎp連続的ビ
ット中で送られ、ここで、２８８／Ｎpは、１６、８、４、または、２に等しくてもよい
。２８８／Ｎpビットは、ページングインジケータが‘１’に等しい場合、すべて‘１’
に設定されてもよく、２８８／Ｎpビットは、ページングインジケータが‘０’に等しい
場合、‘０’に設定されてもよい。各ＰＩＣＨフレームは、３スロットで遅延されるＰＣ
Ｈに関係している。各ＰＩＣＨフレームに対して、そのＰＩＣＨフレーム中のページング
インジケータがセットされているＵＥに対するページングメッセージが、関係するＰＣＨ
フレーム中で送られる。ＰＣＨは、２次共通制御物理チャネル（Ｓ－ＣＣＰＣＨ）中で送
られてもよい。
【００１５】
　ｃｄｍａ２０００システムのような他のシステムは、１つのチャネル上で、ページング
インジケータを送り、別のチャネル上で、ページングメッセージを送ることに似た概念を
使用する。しかしながら、チャネルを他の名称によって呼んでもよく、ページングインジ
ケータとページングメッセージは、他の方法で送られてもよい。
【００１６】
　図３は、不連続受信（ＤＲＸ）モードで動作しているアイドルＵＥに対する、タイムラ
インを示す。ＤＲＸモードはまた、スロット化モードページングとして呼ばれてもよい。
ＤＲＸモードにおいて、ＵＥは、ページング機会を割り当てられ、これは、ＵＥに対する
ページングインジケータが送られた特定のＰＩＣＨフレームである。ＵＥに対するページ
ング機会は、ＤＲＸサイクルとして呼ばれる時間間隔によって分離されてもよい。ＤＲＸ
サイクルは、８０ミリ秒（ｍｓ）から５．１２秒にまたがっていてもよい。ＵＥに対する
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ページング機会は、そのＵＥに対する一意的な識別子のようなパラメータに基づいて決定
されてもよい。ＵＭＴＳにおける、ＤＲＸサイクルとページング機会は、スロット化モー
ドページングをサポートする、他の何らかのシステムにおけるスロットサイクルとスロッ
トに、それぞれ対応していてもよい。
【００１７】
　ＵＥは、各ページング機会中で特定のページングインジケータを割り当てられている。
このページングインジケータは、知られている関数に基づいて決定される。他のＵＥはま
た、同一のページングインジケータを割り当てられてもよく、このページングインジケー
タを割り当てられたＵＥのうちの何らかのものに対して、ページングメッセージが送られ
ている場合、ページングインジケータがセットされていてもよい。したがって、ＵＥは、
ページングインジケータがセットされていない場合、何のページングメッセージもそのＵ
Ｅに対して送られていないことを知ることになるが、ページングインジケータがセットさ
れている場合、ページングメッセージが、そのＵＥに対して、または、別のＵＥに対して
送られているか否かを知らないことになるだろう。
【００１８】
　ＵＥは、各ページング機会の前にウェークアップして、ＰＩＣＨを処理してもよく、潜
在的に、ＵＥに対してＰＣＨ上で送られる何らかのページングメッセージを受信してもよ
い。ＵＥは、実行すべき他のタスクが何もない場合、そのページング機会の間の時間中に
スリープしてもよい。スリープとは、その間に、ＵＥ内のいくつかの回路が電力ダウンさ
れてもよい低電力状態であってもよい。ＵＥは、バッテリ電力を節約するために、アスリ
ープしている間に、可能な限り多くの回路を電力ダウンしてもよい。
【００１９】
　図４は、ＵＥによって、ＰＩＣＨを処理するためのタイムラインを示す。時間Ｔ11にお
いて、ＵＥは、ウェークアップしてもよく、現在のページング機会に対するセットアップ
／ウォームアップタスクを実行してもよい。時間Ｔ12において、ＵＥは、ＰＩＣＨを処理
してもよく、そのページングインジケータを検出してもよい。時間Ｔ11と時間Ｔ12との間
の差は、セットアップ時間、ウォームアップ時間、準備時間等として呼んでもよい。ＵＥ
は、そのページングインジケータがセットされている場合、ＰＣＨを処理してもよい。Ｐ
ＩＣＨ／ＰＣＨを処理した後に、ＵＥは、次のページング機会に対するセットアップ時間
を決定してもよく、スリープする時間の量を決定してもよい。ＵＥは、次に、時間Ｔ13に
おいて、予め定められた時間の間、スリープしてもよい。次のウェークアップ時間の計算
と、ＵＥ内の回路の電力ダウンは、クールダウン期間中に発生してもよく、これは、簡潔
さのために、図４に示していない。
【００２０】
　次のページング機会の開始に先行して、時間Ｔ21においてＵＥはウェークアップしても
よい。ＵＥは、セットアップタスクを実行してもよく、時間Ｔ22において開始するＰＩＣ
Ｈを処理してもよく、利用可能である場合、ＰＣＨを処理してもよい。ＵＥは、次に、以
下のページング機会のセットアップ時間を決定してもよく、スリープするための時間量を
決定してもよく、決定された時間量の間、時間Ｔ23においてスリープしてもよい。
【００２１】
　ＵＥは、バッテリ電力を節約するために、スリープの間に、可能な限り多くの回路を電
力ダウンさせてもよい。ＵＥは、スリープからウェークアップする際に、該当する回路ブ
ロックを電力アップしてもよく、ＰＩＣＨとＰＣＨを処理するのに先行して、さまざまな
セットアップタスクを実行してもよい。例えば、セットアップタスクは、電力アップ発振
器と、デジタル回路を電力アップすることと、ソフトウェアをリブートすることと、プロ
グラムコードをダウンロードすることと、受信機をターンオンすることと、パイロットを
捕捉することと、選択されたノードＢを処理するためにハードウェアを割り当てることと
、選択されたノードＢのタイミングと周波数を捕捉することと、等を含んでいてもよい。
【００２２】
　スリープ時間を延長し、節電を改良するために、各ページング機会に対するセットアッ
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に決定されてもよく、ＵＥ中へとプログラムされてもよい。プログラムされたセットアッ
プ時間は、さまざまな状況下で、良好なページング性能を確実にするためのコンサバティ
ブな値であってもよい。セットアップ時間は、ネットワーク状況、ＵＥのソフトウェアと
ハードウェア構成、ＵＥにおけるソフトウェアアクティビティ／タスク、ハードウェアコ
ンポーネント中の変更等のような、さまざまな要因に依拠していてもよい。ＵＥが、ワー
ストケースのシナリオにおいてでさえも、各ページング機会に先行して、準備ができてい
るように、プログラムされたセットアップ時間が選択されてもよい。しかしながら、ＵＥ
がワーストケースのシナリオを観察することはまれであるかもしれないので、プログラム
されたセットアップ時間に対するコンサバティブな値は、ＵＥが、多くの例において、あ
まりに早期にウェークアップすることをもたらすかもしれない。
【００２３】
　ある観点において、セットアップ時間は、ページング性能に基づいて、動的に決定され
てもよい。このことは、セットアップ時間が、所望のページング性能を達成するのに十分
なほど長いが、節電を改良することが可能なように短くなることを確実にしてもよい。セ
ットアップ時間は、さまざまな方法で、動的に決定されてもよい。
【００２４】
　図５は、セットアップ時間を動的に決定するためのメカニズム５００の設計を示す。こ
の設計において、メカニズム５００は、各ページング機会に対する選択されたセットアッ
プ時間を決定するインナーループ５０２と、各ページング機会に対するターゲットセット
アップ時間を決定するアウターループ５０４とを含む。
【００２５】
　制御装置５２０は、ＵＥ内のさまざまなユニットの動作を指示してもよく、各ページン
グ機会に対して、受信機５１０と、ページングプロセッサ５１２とを電力アップするため
の制御信号を提供してもよい。電源アップされるとき、受信機５１０は、受信信号を処理
して、サンプルを提供してもよい。電源アップされるとき、ページングプロセッサ５１２
は、受信機５１０からのサンプルを処理して、そのＵＥに対して割り当てられたページン
グインジケータを検出してもよい。ページングプロセッサ５１２はまた、ＰＣＨを復調お
よびデコードして、ＵＥに対して何らかのページングメッセージを回復させてもよい。
【００２６】
　内部ループ５０２に対して、制御ユニット５３０は、制御ユニット５４０からターゲッ
トセットアップ時間を受信してもよく、制御装置５２０から現在のページング機会に対す
る実際のセットアップ時間を受信してもよい。制御ユニット５３０は、現在のページング
機会に対する実際のセットアップ時間と、ターゲットセットアップ時間とに基づいて、次
のページング機会に対する、選択されたセットアップ時間を決定してもよい。制御装置５
２０は、選択されたセットアップ時間が達成されるように、各ページング機会に対するウ
ェークアップ時間を決定してもよい。しかしながら、実際のウェークアップ時間は、オペ
レーティングシステム中断／タスク潜時変動、（例えば、熱、エージング、グリッチ等に
よる）スリープクロックの不正確さ、（例えば、キー押下、カメラ、ブルートゥース（登
録商標）、ＭｅｄｉａＦｌｏ（登録商標）等の）プロセッサを一時的にテイクオーバーす
るかもしれないＵＥ上の予期されない活動、新しいハードウェアコンポーネントと古いコ
ンポーネントとの間の異なるタイミング、等のようなさまざまな要因によって、意図され
たウェークアップ時間とは異なっているかもしれない。制御ユニット５３０は、実際のセ
ットアップ時間が、ターゲットセットアップ時間に一致することができるように、実際の
ウェークアップ時間中のエラー／変動に対して対処するような方法で、選択されたセット
アップ時間を決定してもよい。
【００２７】
　１つの設計では、選択されたセットアップ時間は、以下のように決定されてもよい：
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【数１】

【００２８】
　ここで、Ｔactual-setup（ｎ）は、ページング機会ｎに対する実際のセットアップ時間
であり、　
Ｔselected-setup（ｎ－１）は、次のページング機会ｎ＋１に対する、選択されたセット
アップ時間であり、　
Ｔterget-setupは、ターゲットセットアップ時間であり、　
βは、訂正係数である。
【００２９】
　例として、ターゲットセットアップ時間が、２０ティックであり、実際のセットアップ
時間が１８ティックである場合、次のページング機会に対する、選択されたセットアップ
時間は、βの値に依拠して、２０と２２ティックの間であってもよい。ティックは、時間
のユニットであり、任意の適切な継続期間、例えば、０．６６７ｍｓのものであってもよ
い。１つの設計では、βは、セットアップ時間の過剰な訂正を避けるために、１より小さ
い値であってもよい（例えば、β＝０．７５）。内部ループは、数式（１）に示したよう
に、各ページング機会において更新されてもよい。内部ループはまた、より遅いレートで
、例えば、Ｌ番目のページング機会毎に更新されてもよく、ここで、Ｌは、何らかの整数
値であってもよい。
【００３０】
　別の設計において、選択されたセットアップ時間は、以下のように決定されてもよい：

【数２】

【００３１】
　数式（２）の設計は、現在のページング機会に対する、選択されたセットアップ時間に
基づいて、次のページング機会に対する選択されたセットアップ時間を決定する。対照的
に、数式（１）の設計は、選択されたセットアップ時間の記憶を何ら持たない。選択され
たセットアップ時間はまた、他の方法で決定されてもよい。
【００３２】
　内部ループ５０２を使用して、実際のセットアップ時間中のエラー／変動に対処しても
よく、これは、ＤＲＸサイクルからＤＲＸサイクルに対して変化してもよい。内部ループ
５０２は、実際のセットアップ時間において、何のエラーもないか、些細なエラーしかな
い場合に、省略してもよい。
【００３３】
　外部ループ５０４では、制御ユニット５４０は、ページングプロセッサ５１２から処理
結果を受け取ってもよく、処理結果に基づいて、ページング性能を決定してもよい。制御
ユニット５４０は、ページング性能を、性能ターゲットに対して比較してもよく、ターゲ
ットセットアップ時間を調整して、所望のページング性能を達成してもよい。
【００３４】
　ページング性能は、さまざまなメトリクスによって、量子化されてもよい。１つの設計
では、ページング性能は、ページングエラーによって量子化されてもよく、ここで、ペー
ジングエラーは、ページング機会において、ＵＥに対するページングインジケータが検出
されなかった場合に、発生する。ページングプロセッサ５１２は、ＵＥに対するページン
グインジケータのすべてのサンプルのエネルギーを累積してもよく、高低のしきい値に対
して累積されたエネルギーを比較してもよい。ページングプロセッサ５１２は、累積され
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たエネルギーが、高いしきい値を上回る場合、ページングインジケータに対して、‘１’
を宣言してもよく、累積されたエネルギーが、低いしきい値を下回る場合、ページングイ
ンジケータに対して、‘０’を宣言してもよい。累積されたエネルギーが、高低のしきい
値の間である場合に、ページングエラーが宣言されてもよく、これは、ＵＥが遅くウェー
クアップして、ページングインジケータに対するエネルギーを、不十分な数のサンプルに
対してしか累積していないことに起因するかもしれない。このページングエラーを、ＰＩ
＿Ｓｕｍエラーとして呼んでもよい。ページングエラーはまた、ＵＥが、あまりに遅くウ
ェークアップして、ページングインジケータを損失した場合に宣言されてもよい。このペ
ージングエラーを、レイトページング機会エラー、または、ＰＯ＿Ｌａｔｅエラーとして
呼んでもよい。
【００３５】
　ある設計では、デコーディングエラーレートは、以下のように決定されてもよい：
【数３】

【００３６】
　一般的に、デコーディングエラーレートは、ページングエラーの数と、ページングイン
ジケータの総数とに基づいて決定されてもよい。ページングエラーレートは、何らかの理
由によるものであってもよい。
【００３７】
　ターゲットセットアップ時間は、さまざまな方法で、ページング性能に基づいて、調整
されてもよい。１つの設計では、ターゲットセットアップ時間は、所望のページング性能
を達成するために、以下のように調整されてもよい：
【数４】

【００３８】
　ここで、Ｔtarget-setup（ｋ）は、外部ループ更新間隔ｋに対するターゲットセットア
ップ時間であり、　
Δダウンは、ダウンステップサイズであり、Δアップは、アップステップサイズであり、
　
Ｔｈ１は、より低いデコーディングエラーレートしきい値であり、Ｔｈ２は、より高いデ
コーディングエラーレートしきい値である。
【００３９】
　数式（４）に示した設計において、所望のページング性能は、高低のデコーディングエ
ラーレートしきい値、Ｔｈ１およびＴｈ２によって規定され、Ｔｈ１およびＴｈ２は、何
らかの適切な値であってもよい。例えば、Ｔｈ１は、０．７５％に等しくてもよく、Ｔｈ
２は、１％に等しくてもよい。他の値もまた、Ｔｈ１およびＴｈ２に対して使用されても
よい。ターゲットセットアップ時間は、デコーディングエラーレートがＴｈ１を下回る場
合、Δダウンだけ減少されてもよく、デコーディングエラーレートがＴｈ２を上回る場合
、Δアップだけ増加されてもよい。Δダウンステップサイズ、および、Δアップステップ
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サイズは、外部ループの収束（convergence）レートを決定し、何らかの適切な値であっ
てもよい。１つの設計では、Δアップは、Δダウンに等しく、両方が、１ティックに等し
くてもよい。別の設計では、Δアップは、Δダウンより大きく、ページング性能の悪化を
防ぐために、ターゲットセットアップ時間は、より大きいアップステップで増加されても
よい。例えば、Δアップは、３ティックに等しくてもよく、Δダウンは、１ティックに等
しくてもよい。他の値が、Δダウン、および、Δアップに対して使用されてもよい。
【００４０】
　ターゲットセットアップ時間は、以下のように、予め定められた範囲内になるように制
約されていてもよい：
【数５】

【００４１】
　ここで、Ｔmax-setupは、最大ターゲットセットアップ時間であり、　
Ｔmin-setupは、最小ターゲットセットアップ時間である。
【００４２】
　最大ターゲットセットアップ時間は、予期されるワーストケースの状況下で、良好なペ
ージング性能を達成するように選択されてもよい。所望のページング性能が、最大ターゲ
ットセットアップ時間で取得できない場合、不可解なネットワーク状況が存在することと
、ターゲットセットアップ時間をさらに増加させても、この状況は緩和されないだろうと
いうこととが仮定されてもよい。所望のページング性能が、最大ターゲットセットアップ
時間で取得できない場合、ＵＥは、システムに警告してもよい。
【００４３】
　ターゲットセットアップ時間は、さまざまな方法で更新されてもよい。１つの外部ルー
プ更新設計では、ターゲットセットアップ時間は、その更新間隔に対するページング性能
に基づいた、固定された継続期間の各更新間隔中で、定期的に更新される。例えば、外部
ループ更新間隔は、Ｋ回のページング機会をカバーしてもよく、ここで、Ｋは、何らかの
１より大きい値であってもよい。Ｋ回のページング機会の各更新間隔に対して、デコーデ
ィングエラーレートが決定されてもよく、その更新間隔に対するデコーディングエラーレ
ートに基づいて、ターゲットセットアップ時間が更新されてもよい。
【００４４】
　第２の外部ループ更新設計において、ターゲットセットアップ時間は、内部ループと外
部ループとの間の潜在的なインタラクションに対処するような方法で更新される。ターゲ
ットセットアップ時間が外部ループによって調整されるときはいつでも、内部ループは、
数回のページング機会中に収束してもよい。ページングエラーに遭遇する見込は、内部ル
ープの収束時間の間により高くなるかもしれず、これらのページングエラーは、外部ルー
プによる即座のカウンタ訂正をもたらすべきでない。内部および外部ループの間のこのイ
ンタラクションを回避するために、ターゲットセットアップ時間の調整に後続するＮ回の
ページング機会に対して、ターゲットセットアップ時間を維持してもよい。この初期期間
は、最小フィル期間、免除期間、等として呼ばれてもよい。１つの設計では、デコーディ
ングエラーレートがＴｈ２より高い、高しきい値Ｔｈ３を超える場合にのみ、初期期間の
間に、ターゲットセットアップ時間が増加される。例えば、Ｔｈ３は、５％に等しくても
よく、Ｔｈ２は、１％に等しくてもよい。このケースでは、デコーディングエラーレート
が５％を超える場合にのみ、初期期間の間に、ターゲットセットアップ時間が増加される
。初期期間の間のページングエラーは、内部ループ内の一過性のものによっているかもし
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れない。これらのページングエラーは、初期期間の最後においてクリアされてもよい。
【００４５】
　図６は、第２の外部ループ更新設計に基づいて、ターゲットセットアップ時間を調整す
るプロセス６００を示す。デコーディングエラーレートは、ゼロにリセットされてもよく
、初期期間が開始されてもよい（ブロック６１０）。ブロック６１２において決定される
ように、初期期間が経過していなかった場合、ＵＥは、次のページング機会までスリープ
してもよい（ブロック６１４）。ＵＥは、次のページング機会の前にウェークアップして
もよく、セットアップタスクを実行し、ＰＩＣＨ／ＰＣＨを処理し、デコーディングエラ
ーレートを更新してもよい（ブロック６１６）。ブロック６１８において決定されるよう
に、デコーディングエラーレートがＴｈ３しきい値よりも大きくない場合、ＵＥはブロッ
ク６１２に戻ってもよい。そうではなく、デコーディングエラーレートがＴｈ３しきい値
よりも大きい場合、ＵＥはΔアップ２だけターゲットセットアップ時間を増加させてもよ
い（ブロック６２０）。Δアップ２は、Δアップに等しくてもよく、Δアップに等しくな
くてもよい。
【００４６】
　ブロック６１２において決定されるように、初期期間が経過していた場合、ＵＥは、初
期期間の間にページングエラーをクリアし（ブロック６２２）、次のページング機会まで
スリープする（ブロック６２４）。ＵＥは、次のページング機会に先行してウェークアッ
プし、セットアップタスクを実行し、ＰＩＣＨ／ＰＣＨを処理し、デコーディングエラー
レートを更新してもよい（ブロック６２６）。ブロック６２８において決定されるように
、デコーディングエラーレートがＴｈ１しきい値よりも小さい場合、ＵＥは、Δダウンだ
けターゲットセットアップ時間を減少させる（ブロック６３０）。そうではなく、ブロッ
ク６３８において決定されるように、デコーディングエラーレートがＴｈ２しきい値より
も大きい場合、ＵＥは、Δアップだけターゲットセットアップ時間を増加させてもよい（
ブロック６４０）。デコーディングエラーレートがＴｈ１しきい値およびＴｈ２しきい値
の間である場合、ＵＥは、ブロック６２４に戻ってもよい。
【００４７】
　ブロック６２０、６３０、または、６４０中でのターゲットセットアップ時間に対する
調整の後で、ターゲットセットアップ時間は、数式（５）に示すように、最小および最大
ターゲットセットアップ時間内になるように制約されていてもよい（ブロック６５０）。
ＵＥは、次に、ブロック６１０に戻ってもよい。ＵＥはまた、タイミングを再確立しよう
と試みてもよく、および／または、最大ターゲットセットアップ時間が到達された後で、
所望のページング性能が達成されない場合に、他の動作を実行してもよい。
【００４８】
　図６に示した設計では、デコーディングエラーレートがＴｈ３しきい値を超える場合に
のみ、初期期間の間に、ターゲットセットアップ時間が増加されてもよく、そうでない場
合、調整されない。初期期間の後で、デコーディングエラーレートがＴｈ１しきい値を下
回る場合、ターゲットセットアップ時間が減少され、デコーディングエラーレートがＴｈ
２しきい値より大きい場合、ターゲットセットアップ時間が増加される。ターゲットセッ
トアップ時間が調整されるときはいつでも、初期期間の間、または、初期期間の後のいず
れかにおいて、デコーディングエラーレートがリセットされ、初期期間が再スタートされ
る。
【００４９】
　図６に示した設計では、ターゲットセットアップ時間は、何らかのぺージング機会にお
いて調整されてもよい。初期期間の間に、ターゲットセットアップ時間は、デコーディン
グエラーレートがＴｈ３しきい値を超える、任意のページング機会中に増加されてもよい
。初期期間の後で、デコーディングエラーレートがＴｈ１しきい値を下回るか、Ｔｈ２し
きい値を上回る何らかのページング機会において、ターゲットセットアップ時間が、調整
されてもよい。ステディ状態において、デコーディングエラーレートがＴｈ１しきい値と
、Ｔｈ２しきい値の間である限り、ターゲットセットアップ時間を更新することなく、何
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らかの回数のページング機会の間、外部ループを実行してもよい。
【００５０】
　１つの設計では、ターゲットセットアップ時間は、Δアップ２＝Δアップであるように
、ブロック６２０とブロック６４０とにおいて同じ量だけ増加されてもよい。別の設計で
は、ターゲットセットアップ時間は、Δアップ２＞Δアップであるように、ブロック６２
０において、ブロック６４０におけるものより大きいアップステップだけ増加されてもよ
い。たとえば、ターゲットセットアップ時間は、ブロック６２０において、Δアップ２＝
５ティックだけ増加されてもよく、ブロック６４０において、Δアップ＝３ティックだけ
増加されてもよい。ブロック６２０およびブロック６４０に対して、他のアップステップ
サイズもまた、使用してもよい。
【００５１】
　１つの設計では、デコーディングエラーレートは、Ｍ回のページング機会をカバーする
スライディングウィンドウに対して決定され、ここで、Ｍは、何らかの適切な値であって
もよい。１つの設計において、Ｍは、１０２４に等しくてもよく、デコーディングエラー
レートは、最大１０２４回の最近のページング機会に対して決定される。サーキュラーバ
ッファを使用して、処理結果を記憶してもよく、最大Ｍ回の最近のページング機会に対す
るＭビットを含んでもよい。各ページング機会に対するビットは、ページングインジケー
タが正確に検出されている場合、‘０’に設定されてもよく、例えば、ＰＩ＿Ｓｕｍエラ
ー、または、ＰＯ＿Ｌａｔｅエラーによるような、ページングエラーがある場合、‘１’
に設定されてもよい。バッファは、初期期間が経過してしまった後で、すべてゼロに初期
化されてもよい。エラーカウンターを使用して、バッファ中のエラーの数を追跡してもよ
く、バッファが初期化されるとき、ゼロにリセットされてもよい。ポインタを使用して、
現在のページング機会に対するバッファロケーションをポイントしてもよく、何らかのバ
ッファロケーションに対して初期化されてもよい。
【００５２】
　これ以降、各ページング機会において、現在のバッファロケーションが‘１’を含む場
合、エラーカウンターは１だけデクリメントされてもよい。現在のバッファロケーション
は、現在のページング機会に対する処理結果に依拠して、‘０’または‘１’のいずれか
で充填されてもよい。エラーカウンターは、次に、現在のバッファロケーションが‘１’
で充填されている場合、１だけインクリメントされてもよい。一度バッファが完全に充填
されると、エラーカウンターの内容は、デコーディングエラーレートのために使用されて
もよい。例えば、Ｍ＝１０２４、Ｔｈ１＝０．７５％、および、Ｔｈ２＝１．０％である
場合、一度バッファが完全に充填されると、ターゲットセットアップ時間は、エラーカウ
ンターが１１以上である場合（このことは、デコーディングエラーレートが１％を上回る
ことを意味するが）、増加されてもよく、エラーカウンターが６以下である場合（このこ
とは、デコーディングエラーレートが０．７５％を下回ることを意味するが）、減少され
てもよい。バッファが完全に充填されていない場合、デコーディングエラーレートは、エ
ラーカウンターと、充填されているバッファロケーションの数に基づいて決定されてもよ
い。例えば、５００のバッファロケーションだけが充填されており、５つのエラーが存在
している場合、デコーディングエラーレートは１％である。
【００５３】
　１つの設計では、より小さいバッファを使用して、ターゲットセットアップ時間に対す
る調整の後の初期期間における、Ｎ回のページング機会に対する処理結果を記憶してもよ
い。別の設計では、単一のバッファを使用して、初期期間とともに後続する期間に対する
、処理結果を記憶してもよい。
【００５４】
　図７は、第２の外部ループ更新設計にしたがった、内部ループおよび外部ループの動作
を示す。外部ループは、所望のページング性能を達成するために、ターゲットセットアッ
プ時間を調整してもよい。内部ループは、実際のセットアップ時間がターゲットセットア
ップ時間に一致するように、選択されたセットアップ時間を決定してもよい。実際のセッ
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トアップ時間は、上に記述したように、さまざまな要因によって、ターゲットセットアッ
プ時間を上下するかもしれない。デコーディングエラーレートが、時間Ｔ1において、Ｔ
ｈ２しきい値を上回るとき、ページング性能を改善するために、ターゲットセットアップ
時間がより大きいアップステップサイズだけ増加される。デコーディングエラーレートが
Ｔｈ１しきい値を下回るとき、各時間Ｔ2、Ｔ3、および、Ｔ4において、ターゲットセッ
トアップ時間は、より小さいダウンステップサイズだけ減少される。図７において示した
例において、初期期間は、Ｎ＝１００のページング機会をカバーし、ターゲットセットア
ップ時間は、少なくとも１００回のページング機会が経過した後で減少される。
【００５５】
　数式（３）に示した設計において、デコーディングエラーレートは、ページングエラー
の異なるタイプを区別することなく決定される。別の設計において、異なるタイプのエラ
ーに対して、異なるデコーディングエラーレートを決定してもよい。例えば、第１のデコ
ーディングエラーレートが、ＰＩ＿Ｓｕｍエラーに対して決定されてもよく、第２のデコ
ーディングエラーレートが、ＰＯ＿Ｌａｔｅエラーに対して決定されてもよい。ターゲッ
トセットアップ時間は、２つのデコーディングエラーレートに基づいて、調整されてもよ
い。１つの設計では、異なるタイプのページングエラーに対して、異なるステップサイズ
を使用してもよい。例えば、ＰＯ＿Ｌａｔｅエラーに対して、より大きいアップステップ
サイズを使用してもよく、ＰＩ＿Ｓｕｍエラーに対して、より小さいアップステップサイ
ズを使用してもよい。別の設計では、異なるタイプのページングエラーに対して、異なる
Ｔｈ１および／またはＴｈ２しきい値を使用してもよい。
【００５６】
　一般的に、ターゲットセットアップ時間は、異なるデコーディングエラーレート、異な
るステップサイズ、異なるデコーディングエラーレートしきい値、等に基づいて、さまざ
まな方法で調整されてもよい。１つの設計では、ＰＯ＿Ｌａｔｅエラーの数が、ＰＩ＿Ｓ
ｕｍエラーの数に等しいか、これより大きい場合、ＰＯ＿Ｌａｔｅエラーに対してより大
きいアップステップサイズを使用してもよい。ＰＯ＿Ｌａｔｅエラーの数が、ＰＩ＿Ｓｕ
ｍエラーの数より少ない場合、ＰＯ＿Ｌａｔｅエラーに対して、より小さいアップステッ
プサイズを使用してもよい。一般的に、ページング性能は、何らかのタイプのページング
エラーに対して決定され、ターゲットセットアップ時間は、何らかのアルゴリズムと、各
ページングエラータイプに対する何らかの組のパラメータとに基づいて決定されてもよい
。
【００５７】
　上に記述した設計において、ターゲットセットアップ時間は、発生したページングエラ
ーに応答して調整される。別の設計において、先行するページングエラーの履歴を使用し
て、将来の（例えば、次の）ページング機会におけるページングエラーの見込を予測して
もよい。予測は、Ｎ－グラム分析、マルコフモデル、または、他の何らかの予測技術に基
づいていてもよい。ターゲットセットアップ時間は、ページングエラーの予測された見込
に基づいて、調整されてもよい。例えば、ページングエラーの見込が、しきい値より大き
い場合、ターゲットセットアップ時間は、増加されてもよい。予測されたページングエラ
ーを回避するために、ターゲットセットアップ時間は、このように調整されてもよい。予
測されたページングエラーが、間違いであることが分かった場合、予測アルゴリズムを更
新して、このタイプの予測をやめさせるようにしてもよい。
【００５８】
　ここで記述した技術を使用して、通常動作の間に、リアルタイムで、ＵＥに対するＤＲ
Ｘタイムラインの自動的較正を提供してもよい。外部ループは、可能なときは、電力消費
を減らしつつ、所望のページング性能を達成するために、比較的ゆっくりとターゲットセ
ットアップ時間を調整する。この技術を使用して、上に記述したように、ＵＭＴＳ中でペ
ージング情報を受信してもよい。この技術をまた使用して、ＧＳＭおよびｃｄｍａ２００
０システムのような他のワイヤレス通信システムにおいて、ページング情報を受信しても
よい。この技術をまた使用して、知られている時間間隔において、バースト中で送信され
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る他の送信を受信してもよい。例えば、この技術を使用して、ボイスオーバーインターネ
ットプロトコル（ＶｏＩＰ）通話中で、または、マルチメディア通話中で、トラフィック
データを定期的に受信してもよく、ブロードキャストサービス等に対するブロードキャス
ト情報を受信してもよい。
【００５９】
　図８は、ページングに対するターゲットセットアップ時間を決定するプロセス８００の
設計を示す。アウェーク間隔の間に、ページング情報を受信してもよく、これは、ＵＥに
対して割り当てられたページング機会をカバーしてもよい（ブロック８１２）。ページン
グ情報の受信性能を示すページング性能を決定してもよい（ブロック８１４）。ページン
グ情報は、ページングインジケータを含んでもよく、ページングインジケータは、各アウ
ェーク間隔中に受信されてもよい。ページング性能は、そのＵＥに対するページングイン
ジケータのデコーディングエラーレートに基づいて決定されてもよい。
【００６０】
　各アウェーク間隔に対するターゲットセットアップ時間は、ページング性能に基づいて
決定されてもよい（ブロック８１６）。１つの設計では、ターゲットセットアップ時間は
、（ｉ）ページング性能が第１のしきい値より良い場合に減少されてもよく、または、（
ｉｉ）ページング性能が第２のしきい値より悪い場合に増加されてもよい。ターゲットセ
ットアップ時間は、ダウンステップサイズだけ減少されてもよく、アップステップサイズ
だけ増加されてもよく、アップステップサイズは、ダウンステップサイズに等しくてもよ
く、または、ダウンステップサイズより大きくてもよい。ターゲットセットアップ時間は
、また、例えば、数式（５）に示したように、最大値および最小値内に制限されていても
よい。
【００６１】
　１つの設計では、ターゲットセットアップ時間は、予め規定された数のアウェーク間隔
の各更新期間中に更新されてもよい。別の設計では、例えば、図６に示したように、ペー
ジング性能は、ターゲットセットアップ時間の先行する調整の後、少なくともＮ回のアウ
ェーク間隔の期間に対して決定されてもよい。ターゲットセットアップ時間は、ページン
グ性能が第１のしきい値より良いか、または、第２のしきい値より悪い場合に、調整され
てもよい。ページング性能が、第２のしきい値より悪い第３のしきい値より悪い場合にの
み、先行する調整の後のＮ回のアウェーク間隔の初期期間内に、ターゲットセットアップ
時間が増加されてもよい。初期期間内のページングエラーがクリアされた、少なくともＮ
回のアウェーク間隔の期間に対して、ページング性能が決定されてもよい。
【００６２】
　そのアウェーク間隔に対するターゲットセットアップ時間に基づいて、各アウェーク間
隔に対するウェークアップ時間を決定してもよい（ブロック８１８）。各アウェーク間隔
の後、次のアウェーク間隔に対するウェークアップ時間までスリープしてもよい（ブロッ
ク８２０）。
【００６３】
　図９は、内部および外部ループに基づいて、ページングに対するターゲットセットアッ
プ時間を決定するプロセス９００の設計を示す。ＵＥに対して割り当てられたページング
機会をカバーするアウェーク間隔の間にページング情報を受信してもよい（ブロック９１
２）。外部ループで、各アウェーク間隔に対するターゲットセットアップ時間を決定して
もよい（ブロック９１４）。ブロック９１４に対して、ページング情報の受信性能を示す
ページング性能が決定される。ページング性能に基づいて、各アウェーク間隔に対するタ
ーゲットセットアップ時間が決定される。内部ループで、そのアウェーク間隔に対するタ
ーゲットセットアップ時間に基づいて、各アウェーク間隔に対する、選択されたセットア
ップ時間を決定してもよい（ブロック９１６）。ブロック９１６に対して、現在のアウェ
ーク間隔に対する実際のセットアップ時間が決定されてもよい。例えば、数式（１）、（
２）に示したように、現在のアウェーク間隔に対する実際のセットアップ時間と、次のア
ウェーク間隔に対するターゲットセットアップ時間とに基づいて、次のアウェーク間隔に
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対する、選択されたセットアップ時間が決定されてもよい。選択されたセットアップ時間
は、内部ループによって、第１のレート（例えば、各アウェーク間隔）において更新され
てもよい。ターゲットセットアップ時間は、外部ループによって、第２のレートにおいて
更新されてもよい。第２のレートは、第１のレートより遅くてもよい。
【００６４】
　図１０は、非連続的送信のためのターゲットセットアップ時間を決定するプロセス１０
００の設計を示す。予め定められたアウェーク間隔の間に情報を受信してもよく、これは
、定期的であってもよく、定期的でなくてもよいが、知られた時間において発生する（ブ
ロック１０１２）。ＵＥは、アウェーク間隔の合間にスリープしてもよい（ブロック１０
１４）。情報の受信性能を決定してもよい（ブロック１０１６）。情報は、ＶｏＩＰ通話
、マルチメディア通話、ブロードキャストサービス、ページング等に対するものであって
もよい。情報は、データパケットを含んでいてもよく、そのデータパケットに対するパケ
ットエラーレートに基づいて、性能が決定されてもよい。情報はまた、インジケータ、お
よび／または、他のタイプの情報もまた含んでいてもよく、性能は、エラーレート、およ
び／または、他のメトリクスによって、量子化されてもよい。何れかのケースにおいて、
性能に基づいて、各アウェーク間隔に対するターゲットセットアップ時間を決定してもよ
い（ブロック１０１８）。そのアウェーク間隔に対するターゲットセットアップ時間に基
づいて、各アウェーク間隔に対するウェークアップ時間を決定してもよい（ブロック１０
２０）。各アウェーク間隔の後、次のアウェーク間隔に対するウェークアップ時間までス
リープしてもよい（ブロック１０２２）。
【００６５】
　ここで記述する技術は、ハードウェア、および／または、ソフトウェア／ファームウェ
ア中で実現されてもよい。ソフトウェア／ファームウェアで実現される場合、同じ実現を
、異なるハードウェアの組み合わせ全体を通して使用してもよく、各ハードウェアの組み
合わせに対して、独立して、タイミングが調整されてもよい。ハードウェアにおいて実現
される場合、ハードウェアは、それ自体を監視してもよく、自己調整してもよい。何れの
ケースにおいても、ここで記述した技術が、ＵＥの異なるモデル、組み込まれた移動体デ
バイス等を通しての、ハードウェア／ソフトウェアの違いに対処するのを支援してもよい
。
【００６６】
　図１１は、図１中のＵＥのうちの１つであってもよい、ＵＥ１２０の設計のブロック図
を示す。送信パス上で、デジタルセクション１１２０は、ＵＥ１２０によって送信される
ことになるデータを処理してもよく、出力チップを送信機（ＴＭＴＲ）１１１２に対して
提供してもよい。送信機１１１２は、出力チップを調整（例えば、アナログに変換し、フ
ィルタし、増幅し、および、周波数アップコンバート）して、アップリンク信号を発生さ
せ、これは、アンテナ１１１４を通して送信されてもよい。受信パス上で、アンテナ１１
１４は、ノードＢによって送信された信号を受信してもよく、受信機（ＲＣＶＲ）１１１
６に対して受信信号を提供してもよい。受信機１１１６は、受信信号を調整（例えば、フ
ィルタし、増幅し、周波数ダウンコンバートし、および、デジタル化）して、サンプルを
デジタルセクション１１２０に提供してもよい。
【００６７】
　デジタルセクション１１２０は、１つ以上のシステムとの通信をサポートするさまざま
な処理ユニットを含んでもよい。図１１に示した設計において、デジタルセクション１１
２０は、モデムプロセッサ１１３０、内部メモリ１１３２、アプリケーションプロセッサ
１１３４、制御装置／プロセッサ１１４０、電力制御ユニット１１４２、および、発振器
／フェーズロックループ（ＰＬＬ）１１４４を含んでもよい。モデムプロセッサ１１３０
は、エンコーディング、変調、デコーディング、復調、等を実行してもよい。内部メモリ
１１３２は、デジタルセクション１１２０内の処理ユニットに対する、データおよびプロ
グラムコードを記憶してもよい。アプリケーションプロセッサ１１３４は、例えば、Ｖｏ
ＩＰおよびマルチメディア通話のようなさまざまなアプリケーションに対する処理を実行
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してもよい。
【００６８】
　制御装置／プロセッサ１１４０は、デジタルセクション１１２０内のさまざまなユニッ
トの動作を制御してもよい。制御装置／プロセッサ１１４０は、スリープ回路を含んでも
よく、スリープ回路は、上記のように、内部および外部ループを実現してもよく、各アウ
ェーク間隔に対するターゲットセットアップ時間とウェークアップ時間とを決定してもよ
い。制御装置／プロセッサ１１４０は、図８中のプロセス８００、図９中のプロセス９０
０、図１０中のプロセス１０００、および／または、ここで記述した技術のための他のプ
ロセスを実現してもよい。電力制御ユニット１１４２は、タイマーを含んでもよく、タイ
マーは、いつスリープするかと、いつウェークアップするかと、スリープの間に、いつ電
力を落とすかと、セットアップと処理時間の間に、いつ電力を印加するかとを示す。発振
器／ＰＬＬ１１４４は、デジタルセクション１１２０内の処理ユニットに対するクロック
を発生させてもよい。
【００６９】
　図１１に示した設計において、デジタルセクション１１２０は、基準発振器（例えば、
ＴＣＸＯ）１１５０、スリープ発振器１１５２、および、メインメモリ１１５４に対して
、さらに結合されていてもよい。基準発振器１１５０は、他の発振器によって、基準周波
数として使用される正確なクロックを提供してもよい。スリープ発振器１１５２は、スリ
ープの間に電力オンされるデジタル回路によって使用される、低周波数スリープクロック
を提供してもよい。メモリ１１５４は、デジタルセクション１１２０によって、使用され
るデータ、および、プログラムコードのためのバルク記憶を提供してもよい。
【００７０】
　図１１はまた、ノードＢ１１０と、システム制御装置１３０の設計も示し、ノードＢ１
１０は、図１のノードＢのうちの１つであってもよい。ノードＢ１１０は、プロセッサ／
制御装置１１６０、メモリ（Ｍｅｍ）１１６２、通信（Ｃｏｍｍ）ユニット１１６４、お
よび、送信機／受信機１１６６を含む。送信機／受信機１１６６は、ＵＥとの通信のため
の、および、ＵＥのページングのためのさまざまな機能を実行してもよい。メモリ１１６
２は、ノードＢ１１０に対するプログラムコード、および、データを記憶してもよい。通
信ユニット１１６４は、システム制御装置１３０との通信を容易にしてもよい。
【００７１】
　システム制御装置１３０は、プロセッサ／制御装置１１７０、メモリ１１７２、および
、通信ユニット１１７４を含む。プロセッサ／制御装置１１７０は、ＵＥとの通信のため
の、および、ＵＥのページングのためのさまざまな機能を実行してもよく、例えば、どの
セルが、ＵＥ１２０のページングエリア中にあるかを決定し、そのセルに対して、ページ
ングインジケータとページングメッセージを送ってもよい。メモリ１１７２は、システム
制御装置１３０のためのプログラムコード、および、データを記憶してもよい。通信ユニ
ット１１７４は、ノードＢ１１０との通信を容易にしてもよい。
【００７２】
　当業者は、さまざまな異なる技術および技法を使用して情報および信号を表してもよい
ことを理解するだろう。例えば、上の説明を通して参照された、データ、命令、コマンド
、情報、信号、ビット、シンボルおよびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁気
の粒子、光学界または光の粒子、あるいはこれらの何らかの組み合わせにより、表しても
よい。
【００７３】
　ここでの開示に関連して述べられた、さまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、
回路およびアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、あ
るいは双方の組み合わせたものとして実現されてもよいことを当業者はさらに正しく認識
するであろう。ハードウェアおよびソフトウェアの交換可能性を明確に図示するために、
さまざまな例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路およびステップを一般
的にこれらの機能に関して上述した。このような機能がハードウェアあるいはソフトウェ
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アとして実現されるか否かは、特定の応用および全体的なシステムに課せられた設計の制
約に依存する。当業者は、それぞれの特定の応用に対して方法を変化させて、述べてきた
機能を実現してもよいが、このような実現決定は、本発明の範囲からの逸脱を生じさせる
ものとして解釈すべきではない。
【００７４】
　ここでの開示に関連して述べた、さまざまな例示的な論理的ブロック、モジュールおよ
び回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラム可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラ
ム可能論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハ
ードウェアコンポーネント、あるいは、ここで述べてきた機能を実施するために設計され
たこれらの組み合わせで、実現されるか、あるいは、実施されてもよい。汎用プロセッサ
はマイクロプロセッサであってもよいが、代替実施形態では、プロセッサは、何らかの従
来のプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、状態機械であってもよい。プロセッサは
また、コンピューティングデバイスの組み合わせとして、例えば、ＤＳＰとマイクロプロ
セッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアを備えた１つ以上のマイク
ロプロセッサ、あるいは、このような構成の他の何らかのものとして実現してもよい。
【００７５】
　ここで開示した実施形態と関連して述べた方法またはアルゴリズムのステップは、直接
、ハードウェアで、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールで、あるいは、
２つの組み合わせで具体化してもよい。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラ
ッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハー
ドディスク、リムーブバルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは、技術的に知られている他
の何らかの形態の記憶媒体に存在していてもよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記
憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに
結合される。代替実施形態では、記憶媒体はプロセッサと一体化されてもよい。プロセッ
サおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣに存在してもよい。ＡＳＩＣはユーザ端末に存在してもよ
い。代替実施形態では、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中のディスクリートコ
ンポーネントとして存在してもよい。
【００７６】
　１つ以上の例示的な設計において、説明した機能を、ハードウェアや、ソフトウェアや
、ファームウェアや、または、これらの任意の組み合わせによって実現してもよい。ソフ
トウェアで実現される場合、機能を、コンピュータ読取可能媒体中の１つ以上の命令また
はコードとして記憶させてもよく、あるいは、コンピュータ読取可能媒体上で送信しても
よい。コンピュータ読取可能媒体は、コンピュータ記憶媒体と、ある場所から別の場所へ
のコンピュータプログラムの転送を容易にさせる任意の媒体を含む通信媒体との両方を含
む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされることができる任意の利用可能な媒
体であってもよい。例として、これらに制限される訳ではないが、このようなコンピュー
タ読取可能媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、および他の光学ディ
スク、磁気ディスクストレージまたは磁気ストレージ装置、あるいは、所望のプログラム
コードを命令またはデータ構造の形態で搬送または記憶するのに使用されることができ、
かつ、コンピュータによってアクセスされることができる、他の任意の媒体を含むことが
できる。また、任意の接続は、厳密にコンピュータ読取可能媒体として呼ばれる。例えば
、ソフトウェアが、ウェブサイト、サーバ、または、他の遠隔源から、同軸ケーブル、光
ファイバーケーブル、撚線対、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または、赤外線、無線、
マイクロウェーブのようなワイヤレス技術を使用して送られる場合、同軸ケーブル、光フ
ァイバーケーブル、撚線対、ＤＳＬ、または、赤外線、無線、マイクロウェーブのような
ワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれるものとする。ディスク（ｄｉｓｋとｄｉｓｃ）
は、ここで使用するように、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標
）、光学ディスク、デジタル汎用ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク
、ブルーレイ（登録商標）ディスクを含み、ここで、ディスク（ｄｉｓｋ）は、通常は、
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磁気的にデータを再生し、ディスク（ｄｉｓｃ）は、レーザーで光学的にデータを再生す
る。上記のものの組み合わせがまた、コンピュータ読取可能媒体の範囲内に含まれるだろ
う。
【００７７】
　開示した実施形態のこれまでの記述は、当業者が本発明を製作または使用できるように
提供した。これらの実施形態に対するさまざま改良は当業者に容易に明らかとなり、ここ
に定義された一般的な原理は、本開示の精神および範囲を逸脱することなく、他の実施形
態に適用されてもよい。したがって、本発明はここに示された実施形態に限定されること
を意図しているものではなく、ここで開示されている原理および新しい特徴と一致した最
も広い範囲に一致させるべきである。　
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］ワイヤレス通信のための装置において、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を具備し、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　アウェーク間隔の間にページング情報を受信し、
　前記ページング情報の受信性能を示すページング性能を決定し、
　前記ページング性能に基づいて、各アウェーク間隔に対するターゲットセットアップ時
間を決定する
ように構成されている装置。
［２］前記少なくとも１つのプロセッサは、
　各アウェーク間隔中にページングインジケータを受信し、
　前記ページングインジケータのデコーディングエラーレートに基づいて、前記ページン
グ性能を決定する
ように構成されている、上記［１］の装置。
［３］前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ページング性能が第１のしきい値より良い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を減少させ、
　前記ページング性能が第２のしきい値より悪い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を増加させる
ように構成されている、上記［１］の装置。
［４］前記少なくとも１つのプロセッサは、
　予め定められた数のアウェーク間隔の各更新期間中に、前記ターゲットセットアップ時
間を更新するように構成されている、上記［３］の装置。
［５］前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ターゲットセットアップ時間の先行する調整の後の、少なくともＮ回のアウェーク
間隔の期間に対するページング性能を決定し、
　前記ページング性能が、前記第１のしきい値より良い場合、または、前記第２のしきい
値より悪い場合、前記ターゲットセットアップ時間を調整する
ように構成されており、
　ここで、Ｎは１より大きい、上記［３］の装置。
［６］前記メモリは、
　Ｍ回の最近のアウェーク間隔に対するページングエラーを記憶するように構成されてお
り、
　ここで、ＭはＮより大きく、前記少なくともＮ回のアウェーク間隔の期間は、前記Ｍ回
の最近のアウェーク間隔のうちにある、上記［５］の装置。
［７］前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ページング性能が、第３のしきい値より悪い場合にだけ、前記先行する調整の後の
、前記Ｎ回のアウェーク間隔の初期期間の間に、前記ターゲットセットアップ時間を増加
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させるように構成されており、
　前記第３のしきい値は、前記第２のしきい値より悪い、上記［５］の装置。
［８］前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記先行する調整の後の、前記Ｎ回のアウェーク間隔の初期期間内に、ページングエラ
ーをクリアし、
　前記初期期間の間に前記ページングエラーがクリアされた、前記少なくともＮ回のアウ
ェーク間隔の期間に対するページング性能を決定する
ように構成されている、上記［５］の装置。
［９］前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ページング性能が、前記第１のしきい値より良い場合、ダウンステップサイズだけ
、前記ターゲットセットアップ時間を減少させ、
　前記ページング性能が、前記第２のしきい値より悪い場合、アップステップサイズだけ
、前記ターゲットセットアップ時間を増加させる
ように構成されており、
　前記アップステップサイズは、前記ダウンステップサイズより大きい、上記［３］の装
置。
［１０］前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ターゲットセットアップ時間を、最大値と最小値の内に制限するように構成されて
いる、上記［３］の装置。
［１１］前記少なくとも１つのプロセッサは、
　過去のアウェーク間隔に対するページング性能に基づいて、将来のアウェーク間隔に対
するページング性能を予測し、
　前記予測されたページング性能に基づいて、前記将来のアウェーク間隔に対する前記タ
ーゲットセットアップ時間を決定する
ように構成されている、上記［１］の装置。
［１２］前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記アウェーク間隔に対する前記ターゲットセットアップ時間に基づいて、各アウェー
ク間隔に対するウェークアップ時間を決定し、
　次のアウェーク間隔のウェークアップ時間まで、各アウェーク間隔の後、スリープする
ように構成されている、上記［３］の装置。
［１３］ワイヤレス通信のための方法において、
　アウェーク間隔の間にページング情報を受信することと、
　前記ページング情報の受信性能を示すページング性能を決定することと、
　前記ページング性能に基づいて、各アウェーク間隔に対するターゲットセットアップ時
間を決定することと
を含む方法。
［１４］前記ページング情報を受信することは、各アウェーク間隔中にページングインジ
ケータを受信することを含み、
　前記ページング性能を決定することは、前記ページングインジケータのデコーディング
エラーレートに基づいて、前記ページング性能を決定することを含む、上記［１３］の方
法。
［１５］前記ターゲットセットアップ時間を決定することは、
　前記ページング性能が第１のしきい値より良い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を減少させることと、
　前記ページング性能が第２のしきい値より悪い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を増加させることと
を含む、上記［１４］の方法。
［１６］前記ターゲットセットアップ時間を決定することは、
　前記ターゲットセットアップ時間の先行する調整の後の、少なくともＮ回のアウェーク
間隔の期間に対するページング性能を決定することと、
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　前記ページング性能が、前記第１のしきい値より良い場合、または、前記第２のしきい
値より悪い場合、前記ターゲットセットアップ時間を調整することと
をさらに含み、
　ここで、Ｎは１より大きい、上記［１５］の方法。
［１７］前記少なくともＮ回のアウェーク間隔の期間は、前記Ｍ回の最近のアウェーク間
隔のうちにあり、ＭはＮより大きい、上記［１６］の方法。
［１８］前記ターゲットセットアップ時間を決定することは、
　前記ページング性能が、第３のしきい値より悪い場合にだけ、前記先行する調整の後の
、前記Ｎ回のアウェーク間隔の初期期間の間に、前記ターゲットセットアップ時間を増加
させることをさらに含み、
　前記第３のしきい値は、前記第２のしきい値より悪い、上記［１６］の方法。
［１９］ワイヤレス通信のための装置において、
　アウェーク間隔の間にページング情報を受信する手段と、
　前記ページング情報の受信性能を示すページング性能を決定する手段と、
　前記ページング性能に基づいて、各アウェーク間隔に対するターゲットセットアップ時
間を決定する手段と
を具備する装置。
［２０］前記ページング情報を受信する手段は、
　各アウェーク間隔中にページングインジケータを受信する手段と、
　前記ページングインジケータのデコーディングエラーレートに基づいて、前記ページン
グ性能を決定する手段と
を備える、上記［１９］の装置。
［２１］前記ターゲットセットアップ時間を決定する手段は、
　前記ページング性能が第１のしきい値より良い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を減少させる手段と、
　前記ページング性能が第２のしきい値より悪い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を増加させる手段と
を備える、上記［２０］の装置。
［２２］前記ターゲットセットアップ時間を決定する手段は、
　前記ターゲットセットアップ時間の先行する調整の後の、少なくともＮ回のアウェーク
間隔の期間に対するページング性能を決定する手段と、
　前記ページング性能が、前記第１のしきい値より良い場合、または、前記第２のしきい
値より悪い場合、前記ターゲットセットアップ時間を調整する手段と
をさらに備え、
　ここで、Ｎは１より大きい、上記［２１］の装置。
［２３］前記少なくともＮ回のアウェーク間隔の期間は、前記Ｍ回の最近のアウェーク間
隔のうちにあり、ＭはＮより大きい、上記［２２］の装置。
［２４］前記ターゲットセットアップ時間を決定する手段は、
　前記ページング性能が、第３のしきい値より悪い場合にだけ、前記先行する調整の後の
、前記Ｎ回のアウェーク間隔の初期期間の間に、前記ターゲットセットアップ時間を増加
させる手段をさらに備え、
　前記第３のしきい値は、前記第２のしきい値より悪い、上記［２２］の装置。
［２５］コンピュータ読取可能媒体を備えるコンピュータプログラム製品において、
　前記コンピュータ読取可能媒体は、
　少なくとも１つのコンピュータに、アウェーク間隔の間にページング情報を受信させる
ためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ページング情報の受信性能を示すページン
グ性能を決定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ページング性能に基づいて、各アウェーク
間隔に対するターゲットセットアップ時間を決定させるためのコードと
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を含むコンピュータプログラム製品。
［２６］ワイヤレス通信のための装置において、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を具備し、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　アウェーク間隔の間にページング情報を受信し、
　外部ループで、各アウェーク間隔に対するターゲットセットアップ時間を決定し、
　内部ループで、前記アウェーク間隔に対するターゲットセットアップ時間に基づいて、
各アウェーク間隔に対する選択されたセットアップ時間を決定する
ように構成されている装置。
［２７］前記外部ループに対して、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ページング情報の受信性能を示すページング性能を決定し、
　前記ページング性能に基づいて、各アウェーク間隔に対する前記ターゲットセットアッ
プ時間を決定する
ように構成されている、上記［２６］の装置。
［２８］前記外部ループに対して、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ページング性能が第１のしきい値より良い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を減少させ、
　前記ページング性能が第２のしきい値より悪い場合、前記ターゲットセットアップ時間
を増加させる
ように構成されている、上記［２７］の装置。
［２９］前記内部ループに対して、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　現在のアウェーク間隔に対する実際のセットアップ時間を決定し、
　前記現在のアウェーク間隔に対する実際のセットアップ時間と、次のアウェーク間隔に
対するターゲットセットアップ時間とに基づいて、前記次のアウェーク間隔に対する選択
されたセットアップ時間を決定する
ように構成されている、上記［２６］の装置。
［３０］前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記内部ループによって、第１のレートにおいて、前記選択されたセットアップ時間を
更新し、
　前記外部ループによって、前記第１のレートより遅い第２のレートにおいて、前記ター
ゲットセットアップ時間を更新する
ように構成されている、上記［２６］の装置。
［３１］ワイヤレス通信のための装置において、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を具備し、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　予め定められたアウェーク間隔の間に情報を受信し、
　前記アウェーク間隔の合間にスリープし、
　前記情報の受信性能を決定し、
　前記性能に基づいて、各アウェーク間隔に対するターゲットセットアップ時間を決定す
る
ように構成されている装置。
［３２］前記情報はデータパケットを含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、



(26) JP 5453302 B2 2014.3.26

　前記データパケットに対するパケットエラーレートに基づいて、前記性能を決定するよ
うに構成されている、上記［３１］の装置。
［３３］前記少なくとも１つのプロセッサは、
　ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）通話、または、マルチメディア
通話、ブロードキャストサービス、または、ページングに対する情報を受信する
ように構成されている、上記［３１］の装置。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(28) JP 5453302 B2 2014.3.26

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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